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あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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高原町の新型コロナウイルスワクチン接種状況について 
 高原町の新型コロナウイルスワクチンを接種された人数と接種率について報

告します。データは国のワクチン接種記録システム（VRS）に記録された数値を

用いています。 

集計日：令和３年 12月６日時点 

 

※ＶＲＳへの登録のタイミングにより、実際の接種人数と差が生じる場合があり

ます。 

 接種人数 接種率 

総数 

（１２歳以上） 

高齢者 

（６５歳以上） 

総数 

（１２歳以上） 

人口 8,459人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,949人 

１回目接種 ７,４８５人 ３,５１６人 ８８．４９％ ８９．０４％ 

２回目接種 ７,１２８人 ３,３５３人 ８４．２７％ ８４．９１％ 

問 ほほえみ館 担当：釜 眞由美（かま まゆみ）☎0984-42-4820 
 

高原町出産サポート１１９について 

高原町では、出産時における不安を少しでも軽減し、安心、安全に出産を迎え

て頂くために、緊急の出産時等における緊急搬送をサポートする事業を始めまし

た。 

この事業は小林市、えびの市、高原町、西諸広域行政事務組合消防本部が協力

して取り組む事業となっております。ぜひ、事前に登録をお願いします。 

 

１ 対 象 者 母子健康手帳の交付を受け、出産予定日が、令和３年 12月１日

以降である方。  

           ・町内に居住する妊婦の方 

      ・里帰り出産のため町内に滞在している妊婦の方 

２ 登録場所 高原町総合保健福祉センター ほほえみ館 健康づくり推進係 

３ 日  時 第２・４火曜日 午前９時 30分から 11時 30分（土日祝日は除く） 

       ※上記曜日・時間でのご都合が悪い場合は、電話にてご相談くだ

さい。 

４ 申 請 者 ご本人が申請できない場合は、ご家族による申請も可能です。 

       ※ただし、里帰りされている妊婦の方が申請される場合は、里帰

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №87 
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りされている妊婦の方が滞在している実家等に居住する方が届

ける必要があります。 

５ 利用条件 ・出産の兆候がはじまった際に、タクシー又は本人や家族などの

車で産院等に移動することができないとき。 

       ・異常が生じ、主治医等が緊急に搬送する必要があると判断した

とき。 

       ・その他緊急を要するとき。 

６ 登録に必 ・妊婦事前登録者情報届出書 

要なもの （※対象の方には郵送又は窓口でお渡ししています。） 

       ・母子健康手帳 

 御不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問  ほほえみ館 担当：古市 亜由美（ふるいち あゆみ）☎0984-42-4820 
 

年末年始のごみ収集について 

１ 年末年始の収集について 

ごみの種類 収集対象地区 年末最終日 年始開始日 

 

 

燃やせるごみ 

上後川内、下後川内、川平、

上麓、下麓、出口、鹿児山 

12月 28日（火） 

 

１月４日（火） 

 

花堂、蒲牟田、北狭野、南

狭野、祓川、湯之元、中平、

並木、小塚、常盤台、西広

原、上広原、下広原 

12月 30日（木） 

 

１月６日（木） 

 

廃プラ 町内全域 12月 29日（水） １月 12日（水） 

燃やせないごみ 

 

町内全域 

 

下記「２」に記

載のとおり 

１月５日（水） 

 

２ 霧島美化センターの年末稼働日について 

（１）稼働日 令和３年 12月 29日（水）、30日（木）  

８：30～12：00、13：00～16：00 

※年始は、１月４日（火）から通常どおり稼働します。 

（２）種 類 燃やせないごみ、粗大ごみ、リサイクル品、 

（３）その他 燃やせるごみ、廃プラ、有害ごみ、その他のごみは搬出できませ

んので御了承ください。 

       燃やせないごみの搬出は、令和３年 12月 29日、30日に限りま 

      す。 

       燃やせないごみは、「町指定のごみ袋」で搬出してください。 

       当日、美化センターは大変混雑するため、「ごみ分別豆辞典」に

従い、分別されたもののみを搬出してください。分別ができていな

いと受け入れまで時間がかかり、渋滞や事故等が起こる可能性があ

るため、分別の御協力をお願いいたします。 
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３ 古紙リサイクルの年末収集（特設）について 

（１）日 時 令和３年 12月 29日（水）８：30～12：00、13：00～16：00 

（２）場 所 霧島美化センター  

※昨年度まで役場駐車場で回収を行っていましたが、今年度より 

霧島美化センターで回収を行います。お間違えの無いようお願 

いいたします。 

（３）その他 新聞紙、雑誌類、段ボールを種類ごとに分別し、縛って搬出して 

      ください。 

       通常のごみステーションには搬出しないでください。 

 

問 町民福祉課 担当：竹田 善彦（たけだ よしひこ）☎0984-42-1067 
 

寒くなったら水道管凍結にご注意ください 
気温が氷点下になると、水道管内の水が凍結して、水が出なくなったり、水道

管が破裂して漏水する場合があります。 

★こんな場合は特に注意が必要です 

・最低気温が－４℃以下になるとき 

・家を留守にするなど、長時間水道を使用しないとき 

・建物の外壁際などに露出している水道管 

★凍結を防止するには 

・水道管内の水を排水できる場合は、あらかじめ排水しておく。 

・水道管にタオル等を巻き付け、直接外気に触れないようにする。 

★凍結して水が出なくなった場合 

・凍結したところにタオルなどを巻き付けて、その上からぬるま湯をゆっく

りとかける。熱湯をかけると、水道管が破裂するおそれがあります。 

・自然に溶けるまで待つ。 

★水道管が凍結して破損・漏水した場合 

・元栓を閉めて水を止め、水道会社に修理を依頼してください。 

問   建設水道課 担当：古川 潤二（ふるかわ じゅんじ）☎0984-42-4960 
 

マイナンバーカード（個人番号カード）申請・交付 

延長窓口・休日窓口開設のお知らせ 
仕事や学業などで、平日の開庁時間内に窓口へ来られない方のために、下記の

日程で窓口時間の延長と休日の窓口開設を実施いたします。 

 
【１月の延長窓口】 

日 時：令和４年１月 13日（木） 午後５時 15分～午後７時まで 

場 所：庁舎１階 町民福祉課住民係 

 

【１月の休日開庁】※事前予約が必要です 
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日 時：令和４年１月 30日（日） 午前８時 30分～午後４時 30分まで 

                  （正午～午後１時を除く） 

 場 所：庁舎１階 町民福祉課住民係 

 

予約開始日：令和４年１月 ４日（火） 午前８時 30分から 

予約締切日：令和４年１月 26日（水） 午後５時まで 

 ※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。 

 

 

 

 

【注意事項】 

●休日開庁については予約制ですので、必ず事前に御連絡ください。事前予約が０

件の場合、開庁いたしません。 

●窓口ではマイナンバーカードに関する手続きのみ受付けます。紛失等によるマイ

ナンバーカードの再交付（有料）は、平日のみの受付けとなります。各種証明書

の発行や住民異動届は受付けできません。 

●正面玄関は施錠されているため、役場西側（守衛室側）からお入りください。 

●１５歳未満の方の手続きは、法定代理人の付き添いが必要です。本町のシステ

ムにて同一世帯の続柄が確認できない場合は、法定代理人と本人の関係を確認で

きる戸籍謄本が必要となります。 

問 町民福祉課 担当：下村 美樹（したむら みき）☎0984-42-1067 
 

農業用廃プラスチック処理費助成延長について 
農業用ビニール、農業用ポリフィルム処理の負担を軽減するため、排出処理費

助成の延長を行います。対象回収日は下記のとおりです。 

対象回収日 回収場所 対象廃プラ部類及び助成費 

12月22日（水） 

 

１月５日（水） 

 

1 月 19 日（水） 

ＪＡこばやし 

出口集荷場 

農業用ビニール関係 農業用ポリフィルム関係 

農業用ビニール 
白ポリ、黒ポリ、マルチ、 

肥料袋、乾牧草ラップ 等 

11 円/㎏→７円/㎏ 

（助成費４円/㎏） 

33 円/㎏→26 円/㎏ 

（助成費７円/㎏） 

※12月 22日（水）の回収は午後も実施します。 

問  農畜産振興課 担当：石崎 宙也（いしざき ひろや）☎0984-42-5132 
 

 

 

平日は、随時受け付けておりますので、 

お気軽にお声かけください！ 
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家屋の滅失届はお済ですか？ 

 固定資産税は、毎年１月１日に土地、家屋、償却資産を所有されている方が、

固定資産の所在する市町村に収める税金です。 

 

 家屋（住宅、車庫、倉庫など）を取壊された方、または、令和３年１２月３１

日までに取壊される予定の方は、届出が必要です。家屋の一部取壊しも含みます。 

 つきましては、届出がお済みでない方は、令和３年１２月２４日（金）までに

役場税務課 固定資産係へ届出の御協力をお願いします。 

 

 また、家屋を新増築等された場合も届出（印鑑不要）をお願いします。 

 家屋の新増築等の届出は、電話での御連絡も受付けています。 

 御不明な点がある場合は、次の連絡先へ御連絡ください。 

 

問 税務課 担当：黒木 香織（くろき かおり）☎0984-42-2113 
 

高原町メールサービスの登録の御案内 
スマートフォン又はパソコンから下記メールアドレスに空メールを送信する

と、仮登録確認メールが届き、受信したメールに、本登録用ＵＲＬが記載されて

いますのでそちらをクリックして、本登録ページに接続して、案内に従って登録

してください。バーコード読み取り機能を使用する場合は、ＱＲコードを読み取

ってください。 

災害に係る情報、感染症など防疫に係る情報、交通・防犯、特殊詐欺、不審者

情報などの発生状況、年末年始のごみ出しなど生活に係る情報等を登録者に対し

配信しています。 

 

(スマートフォンの方)                  (ＱＲコード) 

 https://plus.sugumail.com/usr/takaharu/ 

 （フィーチャーフォン（ガラケー）の方） 

 https://m.sugumail.com/m/takaharu/ 

 

【サービスに関するお問い合わせ】           

高原町役場総務課 危機管理係 ☎０９８４－42－２１１２ 

 

https://m.sugumail.com/m/takaharu/







































